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本稿の目的は、コーポレート・レピュテーションの観点から、日本における

不祥事発生時の企業価値の損失に CSR 活動が与える影響を明らかにすること

である。近年、ステークホルダーに対するレピュテーションマネジメントの一

環として CSR 活動への関心が高まっている。一方、レピュテーションを毀損す

る企業不祥事が相次いで発生しており、経営不振に追い込まれる事例も多数あ

る。そこで、CSR 活動によって培われたレピュテーションが不祥事発生時の企

業価値の損失にどのように作用するのかに着目した。CSR 活動と不祥事発生時

の企業価値の損失との関係については、先行研究が複数存在している。それら

の研究においては、CSR 活動は、不祥事発生時のレピュテーションの毀損を抑

え、企業価値の損失を抑える効果があることが示されている。しかし、これら

の研究は米国企業を対象とした研究であり、日本企業を対象とした論文は我々

の知る限り存在していない。また、日本で CSR が拡大した背景が米国と異なる

ことを考慮すると、日本においては先行研究と異なる結果が得られる可能性が

ある。そこで、東証一部上場の日本企業をサンプルとし、不祥事発生時の企業

価値の損失に CSR 活動が与える影響を実証的に検証した。 

本稿では不祥事が企業価値に与える影響として株価の変化を代理変数として

用いた。そして、不祥事発生時の株価の下落に CSR 活動がどのような影響を与

えるかに関して回帰分析を行った。その結果、CSR 活動に積極的な企業は消極

的な企業と比較して、不祥事発生時の株価の下落が大きいことが明らかとなっ

た。これは、米国の先行研究と異なる結果である。その要因として、日本にお

いては、CSR 活動へ取り組む企業に不祥事が発生した際、これまでの CSR 活

動が偽善として受け止められ、レピュテーションの損失が大きいことが考えら

れる。さらに本稿では、悪意を孕んだ意図的な不祥事と一定確率で発生し得る

事故的な不祥事に分類して分析を行った。その結果、不祥事発生時の株価の下

落に CSR 活動が与える影響は、事故的な不祥事の時よりも意図的な不祥事の

時の方が大きいことが明らかになった。意図的な不祥事は事故的な不祥事と比

較して、ステークホルダーが CSR 活動に対して偽善をより強く感じる可能性

が示唆される。   



早稲田商学学生懸賞論文 本文 
 

※以下に、表題、本文、図表、注、参考文献を 25 枚以内で記述してください。 

 

 1 

不祥事発生時の企業価値の損失に 

CSR 活動が与える影響 

―コーポレート・レピュテーションの観点から― 

  

1. はじめに 

 

本稿の目的は、コーポレート・レピュテーション（以下、レピュテーション）

の観点から、日本において不祥事発生時の企業価値の損失に CSR 活動が与え

る影響を明らかにすることである。 

近年、企業の社会的責任（以下、CSR）に対して関心が高まっている。日本

経済団体連合会の社会貢献活動実績調査結果（2018）によると、1 社当たりの

CSR 活動への平均支出額は 2007 年度の 4 億 6800 万円から 2017 年度には 5

億 9300 万円まで増加している 1。CSR の定義は様々であるが、経済産業省（2018）

は、「企業の社会的責任とは、企業が社会や環境と共存し、持続可能な成長を図

るため、その活動の影響について責任をとる企業行動であり、企業を取り巻く

様々なステークホルダーからの信頼を得るための企業のあり方」と定義してい

る。したがって、企業が CSR 活動に取り組むことで、社会や環境と共生し、ス

テークホルダーからのレピュテーションを築くことができると考えられる。櫻

井（2005）は、レピュテーションを「経営者および従業員による過去の行為の

結果をもとに、企業を取り巻く様々なステークホルダーから導かれる持続可能

な競争優位」と定義した。そのため、CSR 活動は、レピュテーションを通じて

企業価値に正の影響を与えると考えられる。 

他方、昨今の日本では、企業による不祥事が相次いでいる。2010 年における

「不祥事」の語句を含む日本経済新聞の記事数は 407 件であったが、2018 年

には 544 件まで増加している 2。Tanimura and Okamoto（2008）は、日本企

 
1 調査対象は、経団連会員企業および 1%クラブ法人会員企業等のうち 337 社

である。  
2 『日経テレコン 21』の記事検索データベース上で「不祥事」の語句を用いて

検索を行った。  
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業の不祥事を対象に実証分析を行い、不祥事はレピュテーションの損失を通じ

て、企業価値に負の影響を与えることを明らかにした。 

では、CSR 活動によって構築されたレピュテーションは、不祥事発生時の企

業価値の損失にどのように作用するのだろうか。Jay and Gove（2011）は、バ

ックデートスキャンダルが発生した際、CSR 活動に積極的な米国企業は、CSR

活動によって構築されたレピュテーションが株価の下落を抑えることを実証し

た3。また、Shiu and Yang（2012）の研究は、CSR 活動によって培われたレピ

ュテーションが、ネガティブイベント発生時における株価の下落を抑制するこ

とを実証的に示した 4。その理由は、CSR 活動に積極的な企業ほど、不祥事が偶

発的なものとして受け止められるためだとされている。 

しかし、これらの研究は米国企業を対象としており、日本企業を対象とした

研究は我々の知る限り存在していない。また、日本で CSR 活動が拡大した背景

を考慮すると、日本においては先行研究と異なる結果が得られる可能性がある。

米国と日本における CSR の背景に関する詳細は、第 2 節で述べる。 

本稿では、日本の東証一部上場企業の不祥事をサンプルとして、不祥事発生

時の企業価値の損失に CSR 活動が与える影響を実証的に検証した。不祥事が

企業価値に与える影響として株価の変化を代理変数とし、不祥事発生時の株価

の下落に CSR 活動が与える影響に関して回帰分析を行った。その結果、CSR

活動に取り組む企業ほど、不祥事発生時の株価の下落が大きくなることが示さ

れた。また、我々は不祥事の性質によって CSR 活動が企業価値の損失に与える

影響は異なると推測した。そこで、悪意を孕んだ意図的な不祥事と一定の確率

で発生する事故的な不祥事にサンプルを分類して分析を行った。その結果、不

祥事発生時の株価の下落に CSR 活動が与える影響は、事故的な不祥事の時よ

りも意図的な不祥事の時の方が大きいことが検証された。 

 
3 バックデートスキャンダルとは、役員がストック・オプション取得後にスト

ック・オプション付与日を付与日前の日付に変更し、オプション行使により得

られるキャピタルゲインをより大きくしようとする行為である。（金ほか , 2011） 
4 ネガティブイベントとは、企業経営に関する否定的な出来事のこと。Shiu and 

Yang（2012）では、以下の語句に関する出来事をネガティブイベントとしてい

る：「論争」、「紛争」、「地方」、「補償」、「透明性」、「差別」、「マイノリティ」、

「損害」、「罰金」、「公害」、「規制」、「労働権」、「製品の安全性」、「申し立て」、

「詐欺」、「訴訟」、「不祥事」。  
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本稿の貢献は、以下の 2 点である。1 点目は、日本における CSR 活動が不祥

事発生時の企業価値の損失に与える影響を明らかにした点である。日本におい

て CSR 活動へ取り組む企業に不祥事が発生した際、これまでの CSR 活動が偽

善として受け止められ、企業はレピュテーションの損失を大きく被る可能性が

示唆される。2 点目は、不祥事発生時の株価の下落に CSR 活動が与える影響は、

事故的な不祥事の時よりも意図的な不祥事の時の方が大きいことを明らかにし

た点である。意図的な不祥事は事故的な不祥事と比較して、ステークホルダー

が CSR 活動との相反性をより強く感じる可能性が示唆される。これらは、先行

研究とは異なる新しい発見である。 

本稿の構成は、本節を含めて計 7 節から構成される。第 2 節では、研究の背

景を紹介し、第 3 節では検証する仮説を提示する。そして、第 4 節ではデータ

と分析方法を説明し、第 5 節で分析結果を示す。最後に、第 6 節で本稿の結論

を述べる。 第 7 節では、本稿で用いた参考文献を記載している。 

 

2. 研究の背景 

 

2.1. CSR 活動がレピュテーションを介して企業価値に与える正の影響 

 

CSR 活動とは、企業が社会に責任を果たす行為である。加えて、その活動は

レピュテーションを通じた企業価値の向上につながることも考えられる。北見

（2008）は、広範なステークホルダーに対して CSR の情報を発信することが、

レピュテーションの構築に寄与することを理論的に示した。また、Brammer 

and Millington（2005）は、英国企業を対象に実証分析を行い、慈善活動への

支出額が高い企業は、ステークホルダーからより多くのレピュテーションを獲

得できるとしている 5。以上の研究から、CSR 活動への取り組みはレピュテー

 
5 レピュテーションを測る指標として、2002 年の Management Today 誌が英

国を対象に行った調査を基に作成された評判スコアを用いている。管理の質、

製品・サービスの品質、長期的な投資価値、革新性、財務の健全性、人材活

用、地域社会と環境への責任、企業資産の使用、マーケティングの質の 9 つ

 



 

 4 

ションの構築に寄与すると言える。また、Roberts and Dowling（2002）は、

優れたレピュテーションを有する米国企業は、長期にわたって高い財務パフォ

ーマンスを継続できることを実証的に示した 6。したがって、CSR 活動はレピ

ュテーションの構築を通じて財務パフォーマンスと企業価値の向上につながる

と考えられる。  

 

2.2. 不祥事がレピュテーションを介して企業価値に与える負の影響  

 

広辞苑（2018）によると、不祥事は「関係者にとって不名誉で好ましくない

事柄・事件」（p.2555）と定義されている。Williams and Barrett（2000）は、

企業の違法行為がレピュテーションに負の影響を与えることを実証的に示した

7。企業には倫理的な行動がステークホルダーから求められているため、規範を

逸脱した行為によりレピュテーションが毀損されるとしている。また、

Tanimura and Okamoto（2012）は、日本企業と米国企業を対象に不祥事が企

業価値に与える影響を、株価の変化を用いて実証的に分析した。その結果、日

本企業の不祥事はレピュテーションの損失を通じて、企業価値の損失を招くこ

とが明らかになった。 

 

2.3. CSR 活動と不祥事発生時の企業価値損失の関係 

 

 

のカテゴリーの評判について、10 ポイントのスケールでスコア化したもので

ある。  
6 レピュテーションを測る指標として、1984 年から 1998 年までの Fortune

誌が米国企業を対象に行ったコーポレート・レピュテーション調査を基に作成

された評判スコアを用いている。管理の品質、製品・サービスの品質、長期的

な投資価値、革新性、財務の健全性、人材活用、地域社会と環境への責任、企

業資産の使用の 8 つのカテゴリーの評判について、11 ポイントのスケールで

スコア化したものである。  
7 レピュテーションを測る指標として、1995 年の Fortune 誌による米国企業

を対象に行ったコーポレート・レピュテーション調査を基に作成された評判ス

コアを用いている。  
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米国企業を対象に、不祥事発生時の企業価値の損失に CSR 活動が与える影

響を、株価の変化を用いて検証した研究も存在する。Jay and Gove（2011）は、

バックデートスキャンダル発生時の企業価値の損失に CSR 活動が与える影響

を実証した。その結果、バックデートスキャンダルが発生した際、CSR 活動に

取り組む企業ほど株価の下落が小さくなることが明らかになった。その理由は、

CSR 活動を介して構築されたレピュテーションによって、不祥事が偶発的なも

のとして受け止められるためだとされている。同様に、Shiu and Yang（2012）

の研究では、CSR 活動を通じて構築されたレピュテーションが、ネガティブイ

ベント発生時における株価の下落を抑制することを実証的に示している。 

しかしながら、これらの先行研究は米国企業を対象としている。日本企業を

対象として、不祥事発生時の企業価値の損失に CSR 活動が与える影響を明ら

かにした論文は、我々の知る限り存在しない。また、日本において CSR 活動が

拡大した背景を考慮すると、必ずしも先行研究と同様の結果が得られるとは限

らない。橋村（2016）は、企業不祥事が頻発したことを受け、日本企業は CSR

活動に取り組むことに至ったと指摘した。また、水尾（2004）は、米国におい

て CSR 活動が拡大した要因が善行を評価する風土であったのに対し、日本に

おいては企業不祥事に対する責任問題が要因であったと述べた。つまり、日本

における CSR 活動は、不祥事と対立的な概念として結びついて考えられてい

る。したがって、不祥事と CSR 活動という矛盾した企業の行動は、大幅なレピ

ュテーションの損失を招き、企業価値も大きく損なう可能性がある。 

以上の議論より、日本において、不祥事発生時の企業価値の損失に CSR 活動

が与える影響を検証することは意義のある研究であると考える。 

 

3. 仮説 

 

3.1. 不祥事発生時の株価の下落に CSR 活動が与える影響 

 

本稿では、レピュテーションの観点から、不祥事発生時の企業価値の損失に

CSR 活動が与える影響を実証的に検証する。本稿では不祥事が企業価値に与え
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る影響として、株価の変化を代理変数として用いる。企業価値は株式価値と負

債価値の和であるが、負債価値のデータを得るのは難しい。したがって、デー

タが利用可能な株式価値（株価）の変化によって、不祥事が企業価値に与える

影響を捉える。 

Tanimura and Okamoto（2012）の研究では、不祥事発生時の株価の下落は、

罰金などの不祥事のコストとレピュテーションの損失が主な要因であると考え

られている。この考えに基づき、レピュテーションの損失の大小が、不祥事発

生時の株価の下落に影響を与えると考えられる。 

Williams and Barrett（2000）は、慈善活動に積極的な企業に不祥事が発生

した際、レピュテーションの損失が小さいことを実証的に明らかにした。その

要因は、慈善活動を積み重ねることで、不祥事が偶発的なものだとみなされる

からであると述べられている。この Williams and Barrett（2000）の研究結果

と前述の Tanimura and Okamoto（2012）の研究結果の両方を考慮すると、

CSR 活動に積極的な企業は、不祥事発生時のレピュテーションの損失を抑え、

株価の下落も抑制できる可能性がある。そこで、次のような仮説を立てた。  

 

 仮説 1a : CSR 活動に積極的な企業は、CSR 活動に消極的な企業と比較して

不祥事発生時の株価の下落が小さい 

 

一方で、仮説 1a とは逆の仮説も考えられる。CSR 活動の実施と不祥事の発

生は、以下の定義より相反するものだと考えられる。前に述べたように、経済

産業省（2018）によると、CSR は様々なステークホルダーからの信頼を得るた

めの企業のあり方だと定義されている。その一方で、広辞苑（2018）によると、

不祥事は「関係者にとって不名誉で好ましくない事柄・事件」（p.2555）だと定

義されている。この企業の相反する行動は大幅なレピュテーションの損失を招

く可能性がある。Wagner et al.（2009）は、企業が CSR 活動と矛盾した不祥

事が発生した際の消費者行動を分析した。その結果、企業が CSR 報告書を公開

した後に不祥事などの相反する行動を示した場合、消費者からは CSR 活動が

偽善として受け止められ、レピュテーションが大きく損なわれることが示され
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た 8。したがって、CSR 活動に積極的な企業に不祥事が発生した場合、投資家

からも偽善として受け止められ、レピュテーションの損失を介して株価が暴落

する可能性がある。そこで、次のような仮説を立てた。 

 

 仮説 1b : CSR 活動に積極的な企業は、CSR 活動に消極的な企業と比較して

不祥事発生時の株価の下落が大きい 

 

3.2. 不祥事発生時の株価の下落に CSR 活動が与える影響－不祥事の性

質による違い－ 

 

仮説 1b に付随して以下の仮説が考えられる。本稿では青木（2016）を参考

に、不祥事を「意図的」と「事故的」に分類した。青木（2016）は、会計不正

や排気ガス不正など悪質である意図的な不祥事が存在する一方で、リコールや

情報流出など意図せずとも一定確率で発生し得る事故的な不祥事が存在すると

述べている。悪意を孕んだ意図的な不祥事の場合、CSR 活動との相反性がより

高く、レピュテーションが大きく損なわれるので、CSR 活動が株価の下落に与

える影響も大きくなることが推測される。一方、事故的な不祥事の場合、CSR

活動との相反性は考えにくい。したがって、事故的な不祥事の場合には、CSR

活動が株価の下落に与える影響は小さくなることが推測される。そこで、次の

ような仮説を立てた。 

 

仮説 2：CSR 活動が不祥事発生時の株価の下落に与える影響は、事故的な不

祥事の時よりも意図的な不祥事の時の方が大きい 

  

4. データと分析方法 

 

 
8 レピュテーションを測る指標として、筆者がアンケートを基に作成したスコ

アを採用している。CSR 報告書と矛盾する行動を起こした企業に対する評価を、

その企業の 537 名の顧客に対してアンケートを行った。  
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4.1. サンプル  

 

本稿の分析では、2007 年 1 月 1 日から 2019 年 11 月 30 日までの 13 年間に

おける東証一部上場企業の不祥事を対象とする。不祥事のデータは日経テレコ

ンの記事検索データベースを用いて収集した。具体的な収集の手続きは、日経

テレコンの記事検索データベース上に、「不適切会計」、「不正会計」、「粉飾決算」、

「架空売上」、「所得隠し」、「利益操作」、「談合」、「贈収賄」、「インサイダー取

引」、「不正取引」、「データ改竄」、「着服」、「横領」、「食品偽装」、「不当表示」、

「不正融資」、「誇大広告」、「リコール」、「自主回収」、「工場火災」、「爆発事故」、

「情報漏洩」、「食中毒」、「不正アクセス」、「痴漢」の計 25 単語を入力し、検索

を行った 9。そして、収集した不祥事の全サンプルの中から、使用するデータが

欠落している不祥事のサンプルを除外した。さらに、決算発表は株価に影響を

与えると考えられるため、不祥事報道当日および翌日に決算発表があった企業

の不祥事のサンプルを除外した。その結果、サンプルサイズは 262 となった。

このサンプルサイズのデータを用いて、不祥事に対する株価の反応を計測し、

それに対して CSR 活動がどのような影響を与えるのかについて回帰分析を行

う。  

 

4.2. 被説明変数  

 

本稿の回帰分析の被説明変数には、不祥事（イベント）で発生した異常リタ

ーン（Abnormal Return : AR）と累積異常リターン（Cumulated Abnormal 

Return : CAR）を使用する10。本稿では Jay and Gove（2011）と Shiu and Yang

（2012）を参考に、不祥事が企業価値の損失に与える影響を定量的に評価する

ために、株価の変化（株式リターン）を代理変数としてイベント・スタディを

 
9 青木（2016）を参考にした。  
10 異常リターンとは、実際に観察されたリターンと正常リターン（当該イベン

トが発生しなかったならば実現していたリターン）の差。累積異常リターンと

は、イベントの影響がある期間（イベント・ウィンドウ）の異常リターン（AR）

を加算したものである。  
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実施した。イベント・スタディとは、企業の活動に関する何らかの出来事（イ

ベント）が株価にどのような影響を与えるかを実証する分析手法である。具体

的には、イベント以前の株価の推移から、イベントが発生しなかった場合の各

企業の株価の正常リターンを推定し、実際の株価リターンとの差（異常リター

ン）について検討する。本稿のイベント・スタディでは、不祥事を起こした東

証一部上場企業の株価と TOPIX の日次データを用いる。なお、各銘柄の株価

と TOPIX のデータは、Yahoo!ファイナンスから取得した。 

イベント・スタディを行う上で、イベント日（t=0）は、対象不祥事の記事が

日本経済新聞に初めて掲載された日に設定する。なお、サンプルの中には、対

象不祥事の初掲載が夕刊であるものも含まれている。秋吉（2006）は、夕刊に

掲載される情報は、市場が開かれているうちに普及し、掲載当日の株価に反映

されると述べている。そのため本稿では、初掲載が夕刊の場合にも掲載当日を

イベント日とする。また、掲載日の株式市場が休場日の場合、次営業日をイベ

ント日とする。そして、イベント日以降の営業日を t=1, 2, 3…、イベント日以

前の営業日を t=-1, -2, -3…、とする。 

次に、イベント・ウィンドウをイベント日当日から翌日まで（t=0～t=1）に

設定する 11。また、推定ウィンドウとして、イベント日の 130 日前から 11 日前

まで（t=-130～t=-11）の 120 日間に設定する12。 

異常リターン（AR）を求めるにあたって、まず企業 𝑖の株価の正常リターンを

推定する。正常リターンを推定するモデルとして、Jay and Gove（2011）を参

考にマーケットモデルを用いる 13。具体的に言うと、推定ウィンドウ（t=-130～

t=-11）における下のRi,tとRTopix,tをもとに、各企業のパラメーターαiとβiを推定

する。 

  

Ri,t  =  αi + βiRTopix,t + ui 

 
11 イベント・ウィンドウとは、イベントの影響がある期間である。  
12 推定ウィンドウとは、正常リターンを推定するための期間である。  
13 マーケットモデルとは、任意の所与の企業の株価リターンをマーケット・ポ

ートフォリオに関連付ける統計モデルである。（久米田ほか , 2014）  
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Ri,t =  
Pi,t- Pi,t-1

Pi,t-1
 

RTopix,t =  
PTopix, t- PTopix,t-1

PTopix,t-1
 

 

Ri,t    = 取引日𝑡における企業 𝑖の株価リターン   

RTopix,t  = 取引日𝑡における TOPIX のリターン   

Pi,t     = 取引日𝑡における企業 𝑖の株価の終値  

Pi,t-1    = 取引日𝑡-1 における企業 𝑖の株価の終値  

PTopix,t  = 取引日𝑡における TOPIX の終値  

PTopix,t-1 = 取引日𝑡-1 における TOPIX の終値   

αi      = 企業 𝑖の切片   

βi      = 企業 𝑖の係数   

ui         = 企業 𝑖の誤差項   

  

次に、上式で推定されたαiとβiを α̂iと β̂iとし、それを用いて各企業におけるイ

ベント日の異常リターン（AR0 ）を求める。AR0 はイベント日における実際の

株価リターン（Ri,0 ）から推定された正常リターン（ α̂i + β̂i × RTopix,0 ）を差し引

いたものである。  

 

AR0i =  Ri,0 - ( α̂i  + β̂i  ×  RTopix,0 ) 

 

AR0i   = イベント日における企業 𝑖の株価異常リターン   

Ri,0    = イベント日における企業 𝑖の株価リターン   

RTopix,0  = イベント日における市場全体の投資リターン    

 

また、同様の方法でイベント日翌日の異常リターン（AR1）を求め、それとイ

ベント日の異常リターン（AR0）を加えて、各企業におけるイベント日と翌日の

累積異常リターン（CAR[0,1]）を求める。  
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CAR[0,1]i  =  AR0i +  AR1i 

 

 ここで求めたAR0 とCAR[0,1] を本稿で行う回帰分析の被説明変数として用い

る。なお、イベント・スタディの結果、AR0 が負であるサンプルサイズは 176、

正であるサンプルサイズは 86 で、サンプル全体の約 67%のAR0 が負となった。

また、CAR[0,1] が負であるサンプルサイズは 173、正であるサンプルサイズは 89

で、サンプル全体の約 66%のCAR[0,1]が負となった。異常リターンのサンプル平

均値（  AR0
̅̅ ̅̅ ̅̅  ）と累積異常リターンのサンプル平均値（  CAR[0,1] 

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ）は、それぞれ

-1.30%、-1.81%となった。  

さらに、「不祥事は株価へ影響を与えず、（累積）異常リターンの平均値は 0

である」を帰無仮説として、AR0
̅̅ ̅̅ ̅̅  とCAR[0,1] ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ に関して検定を行った 14。検定の結

果、AR0 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅の t 値は-3.63、CAR[0,1] 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ の t 値は-3.58 となり、ともに 1%水準で統計

的に有意に負となった。したがって、帰無仮説が棄却され、不祥事が当日およ

び翌日における株価の下落に有意な影響を及ぼすことが示された。  

 

4.3. 説明変数  

 

本稿では、不祥事で発生したAR0 、CAR[0,1] の回帰分析の説明変数として、各

企業の CSR 活動を測る指標を用いる。CSR 活動を測る指標は、Refinitiv 社の

Datastream が毎年提供する「社会」、「経済」、「環境」、「ガバナンス」から構成

される計 400 点満点の CSR スコア（CSR）を用いた。「社会」の評価項目には、

働きやすさや健康、教育、多様性、機会、人権などの従業員に対する配慮や地

域社会への配慮、製品への責任などの評価が含まれている。「経済」の評価項目

には、顧客ロイヤリティや業績、株主ロイヤリティの評価が含まれている。「環

境」の評価項目には、資源削減や排気ガス削減、製品のイノベーションの評価

が含まれている。「ガバナンス」の評価項目は、取締役会構成や報酬制度、株主

の権利、ビジョン・戦略が含まれている。本稿の分析においては不祥事発生年

の前年の CSR スコアの自然対数（LN(CSR)）を説明変数とした。  

 
14 MacKinlay（1997）を参考に、検定を行った。  
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さらに、本稿の回帰分析では、先行研究 15を参考に、AR0 、CAR[0,1] に影響を与

えうるコントロール変数として総資産の自然対数（LN(TA)）、企業年数の自然

対数（LN(AGE)）、株価純資産倍率（PBR）を用いる。Jay and Gove（2011）

の研究によると、総資産の自然対数（LN(TA)）は企業の規模による影響を、企

業年数の自然対数（LN(AGE)）は企業年数によるレピュテーションへの影響を

捉えることができる 16。Shiu and Yang（2012）によると、株価純資産倍率（PBR）

は、CSR 活動に積極的な企業ほど株価が高くなるので不祥事発生時の株価の下

落が大幅となる可能性を捉えることができる 17。本稿では、それらに加えて、さ

らに以下の 4 つの変数をコントロール変数として加えた。1 つ目は、現金保有

比率(CASH）である。現金保有比率の高い企業ほど、CSR へ取り組む資金的な

余裕があるため、CASH は CSR スコア（CSR）と相関することが想定される。

また、現金保有率の高い企業ほど、不祥事による倒産などの悪影響を抑制でき

るため、CASH はAR0 およびCAR[0,1] に影響を与えることが想定される。2 つ目

は、年次ダミー（YEAR）である。これは、年によって不祥事が株価に与える影

響が異なると考えられるためである。例えば、不祥事が頻発し社会的な注目を

集めた年においては、不祥事に対する投資家の反応は厳しくなることが見込ま

れる。3 つ目は、不祥事の種類ダミーである。これは、不祥事の内容によって

株価に与える影響は異なると考えられるためである。不祥事の種類のダミー変

数を作るにあたって、久米田・磯部（2014）の研究を参考に、不祥事を 4 つの

カテゴリー（生産拠点の損壊に関する不祥事、社員による不祥事、企業コンプ

ライアンスに反する不祥事、製品・サービスへの責任に関する不祥事）に分類

し、製品・サービスへの責任に関する不祥事をベースカテゴリーとして、生産

拠点の損壊に関する不祥事ダミー（ PROBA）、社員による不祥事ダミー

（EMPCR）、企業コンプライアンスに反する不祥事ダミー（COMPL）の 3 つ

 
15 Jay and Gove（2011）、Shiu and Yang（2012）  
16 Jay and Gove（2011）は、CSR 活動への取り組みが不祥事発生時の株価に

与える影響について、米国企業を対象に実証分析を行った。  
17 Shiu and Yang（2012）は、CSR 活動の保険的効果について実証分析を行っ

た。  
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の不祥事の種類ダミーを作った 18。4 つ目は、産業による違いをコントロールす

るために産業ダミー（INDUSTRY）を加えた19。コントロール変数として用い

た各企業の財務データは、Refinitiv 社の Datastream から入手した。 

 

4.4. 推計式 

 

まず、不祥事発生時の株価の下落に CSR 活動が与える影響を簡単に確認す

るために、以下のような単回帰のモデルを用いて推計を行なう。 

    

AR0i = β0 + β1LN(CSR)i  + 𝑢𝑖                 (1) 

CAR[0,1]i = β0 + β1LN(CSR)i + 𝑢𝑖                 (2) 

 

（1）、（2）式において被説明変数はそれぞれイベント日当日の異常リターン

（AR0）、累積異常リターン（CAR[0,1] ）を、説明変数は CSR スコア（CSR）の

自然対数（LN(CSR)）を用いた。（1）、（2）式において、β1 が正に有意となった

場合は仮説 1a、負に有意となった場合は仮説 1b が支持される。  

次に、不祥事発生時の株価の下落に与える影響には、前に述べたように他の要

因も考えられる。それらの要因をコントロールするために重回帰分析を行う。

重回帰分析では、CSR スコアの自然対数（LN(CSR)）を説明変数とし、他の説

明変数の影響を捉えるためにコントロール変数を入れることで、より信頼性の

高い分析を行うことができる。推定モデルは以下の通りである。 

  

AR0i = β0 + β1LN(CSR)i + β2LN(TA)i  + β3LN(AGE)i + β4PBRi 

+ β5CASHi + β6~17YEARi + β18PROBAi + β19EMPCRi  

               + β20COMPLi + β21~27INDUSTRYi  + ui                 （3）  

 

 
18 久米田・磯部（2014）は、企業不祥事が株価パフォーマンスに与える影響に

ついて実証的に検証した。  
19 産業ダミーは、日本標準産業分類の大分類に基づいて作成した。  
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CAR[0,1]i = β0 + β1LN(CSR)i + β2LN(TA)i  + β3LN(AGE)i + β4PBRi 

+ β5CASHi + β6~17YEARi  + β18PROBAi + β19EMPCRi  

                + β20COMPLi + β21~27INDUSTRYi  + ui                （4）  

 

β0  は定数項を表し、β1~27 は説明変数の係数である。また、ui  はモデルの誤差

項である。（3）、（4）式において、β1 が正に有意となった場合は仮説 1a、負に

有意となった場合は仮説 1b が支持される。 

さらに、仮説 2 を検証するために全不祥事のサンプルを意図的な不祥事と事

故的な不祥事に分類した。青木（2016）に従って、「粉飾決算」「法令違反」「隠

蔽・偽装」に関する不祥事は意図的不祥事、「製品不具合」「オペレーション不

具合」「モラルハザード」に関する不祥事は事故的不祥事とした。新聞記事の内

容を基にサンプルを分類した結果、意図的不祥事は 150 件、事故的不祥事は 112

件となった。そして、意図的な不祥事であれば 1、事故的な不祥事であれば 0

を取る意図的な不祥事ダミー(INTEN）を作成した。また、（3）、（4）式におい

て、LN(CSR）がAR0 とCAR[0,1] に与える影響を表す係数β1  を以下のように分解

する。 

 

                            AR0i = β0 + ( β11 + β12INTENi  )  ×  LN (CSR)i 

+ β (コントロール変数)
i 
+ ui                  （5）  

                    CAR[0,1]i = β0  + ( β11 + β12INTENi  ) ×  LN (CSR)i 

+ β (コントロール変数)
i 
+ ui                  （6）  

 

意図的不祥事発生時に CSR 活動が株価の下落に与える影響は、係数 β11 と係

数 β12 の和で表される。事故的不祥事発生時に CSR 活動が株価の下落に与える

影響は、係数 β11 で表される。そのため、それぞれの影響の違いを見る際には、

係数 β12 に注目する。係数 β12 が負に有意となった場合、仮説 2 が支持される。

また、コントロール変数は、不祥事の内容を示す 3 つの不祥事ダミー（PROBA、

EMPCR、COMPL）を除き、意図的な不祥事ダミー(INTEN）を加えた。 

そこで、（5）、（6）式を展開し、（7）、（8）式を用いて推定する。 
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AR0i =  β0  + β11LN(CSR)i  +  β12(INTEN ×  LN(CSR)i) 

+ β (コントロール変数)
i
  + ui                （7）  

CAR[0,1]i  = β0  + β11LN(CSR)i + β12(INTEN ×  LN(CSR)i) 

+ β (コントロール変数)
i
  + ui                （8）  

 

以上の変数の基礎統計量は図表 1 に記した通りである。 

 

図表 1 基礎統計量  

 

 

5. 分析結果 

 

本稿では、まず CSR 活動と不祥事発生時の株価の下落との関係性の有無を

検証するために単回帰分析を行った。その結果は、図表 2 に示した通りである。

まず（1）式に注目すると、CSR スコアの自然対数（LN(CSR)）の係数の推計

値は 10％水準で統計的に有意に負となった。次に（2）式に注目すると、CSR

スコアの自然対数（LN(CSR)）の係数の推計値は 5%水準で統計的に有意に負

となった。つまり、CSR スコアが高いほど不祥事発生時の株価の下落が大きく

変数 定義 平均値 標準偏差 最小値 最大値

AR 0 イベント日における異常リターン（%） -1.30 3.75 -27.01 7.21

CAR [0,1] イベント日と翌日の累積異常リターン（%） -1.81 6.06 -48.70 13.03

CSR CSRスコア 221.62 80.91 21.59 345.88

LN(CSR) CSRスコア（自然対数） 5.29 0.56 3.07 5.85

LN(TA) 総資産（自然対数） 21.30 1.17 17.80 24.60

LN(AGE) 企業年数（自然対数） 4.16 0.68 0.69 5.45

PBR 株価純資産倍率（%） 1.53 1.06 -3.04 11.39

CASH 現金保有比率（%） 0.47 0.75 0.02 8.54

PROBA 生産拠点の損害に関する不祥事ダミー 0.06 0.25 0 1

EMPCR 社員による不祥事ダミー 0.12 0.32 0 1

COMPL コンプライアンスに反する不祥事ダミー 0.46 0.50 0 1

INTEN 意図的な不祥事ダミー 0.57 0.50 0 1

注）本表では年次ダミーと産業ダミーを省略した。
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なるという関係性が実証された。これは仮説 1b を支持する結果である。すな

わち、CSR 活動に積極的な企業は、CSR 活動に消極的な企業と比較して不祥事

発生時の企業価値の損失が大きいことが示された。 

 

図表 2 単回帰分析の推計結果 

 

 

次に、CSR 活動が不祥事発生時の株価の下落に与える影響をより正確に検証

するために、（3）式と（4）式を用いて重回帰分析を行った。その結果は、図表

3 に示した通りである。（3）式と（4）式における CSR スコアの自然対数

（LN(CSR)）の係数の推定値は、いずれも 5％水準で統計的に有意に負となっ

た20。このことは、CSR 活動に積極的な企業は CSR 活動に消極的な企業と比較

して、不祥事発生時の株価の下落が大きくなることを示している。つまり、単

回帰分析の結果と同様に、仮説 1b が支持された。この結果は、米国企業を対象

に実証分析を行った Jay and Gove（2011）と Shiu and Yang（2012）の先行

研究と異なっている。以上より、日本において CSR 活動に取り組んでいる企業

ほど、これまでの CSR 活動が偽善として受け止められ、企業はレピュテーショ

ンの損失を大きく被るので、不祥事発生時の企業価値の損失が大きくなること

が示唆される。 

 

 
20 （3）式と（4）式における LN(CSR)の係数に着目すると、CSR スコアが

10%上がった時、AR0 は 0.0948 パーセンテージポイント下がり、CAR[0,1] は

0.1012 パーセンテージポイント下がると言える。  

被説明変数：AR 0 被説明変数：CAR [0,1]

説明変数 （1） （2）

LN(CSR) -0.4676* -0.9588**

(-1.92) (-2.18)

定数項 1.1721 3.2597

(1.01) (1.55)

サンプルサイズ 262 262

決定係数 0.0049 0.0078

注)サンプル期間は2007/01/01〜2019/11/30である。変数の定義は図表1を参照。
括弧内の数字はt値を示している。
***、**、*はそれぞれ1%、5%、10%水準で有意であることを示す。

なお、この計算の際には、誤差項の不均一分散に対してロバストな標準誤差を
使用している。
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図表 3 重回帰分析の推計結果 

 

 

さらに、CSR 活動と不祥事発生時の株価の下落との関係について、不祥事の

性質による違いを検証する。そこで、意図的な不祥事ダミーと CSR スコアの自

然対数の交差項（INTEN × LN(CSR)）を含めた（5）式と（6）式を用いて推計

した。分析結果は図表 4 に示した通りである。被説明変数がAR0 、CAR[0,1] のい

ずれの場合でも、（ INTEN × LN(CSR)）の係数は統計的に有意に負となった 21。

つまり、不祥事発生時の株価の下落に CSR 活動が与える影響は、事故的な不祥

事の時よりも意図的な不祥事の時の方が大きいことが明らかになった。これは、

 
21 （5）式と（6）式におけるINTEN ×  LN(CSR) の係数に着目すると、CSR

スコアが 10%上がった時、意図的な不祥事は事故的な不祥事よりもAR0 は

0.1117 パーセンテージポイント下がり、CAR[0,1] は 0.1483 パーセンテージポ

イント下がると言える。  

被説明変数：AR 0 被説明変数：CAR [0,1]

説明変数 （3） （4）

LN(CSR) -0.9480** -1.0124*

(-2.25) (-1.68)

LN(TA) 0.6258** 0.4825

(2.42) (1.01)

LN(AGE) -0.0629 -0.7284*

(-0.23) (-1.95)

PBR -0.0983 -0.3245

(-0.30) (-0.54)

CASH 0.1979 -0.0439

(1.02) (-0.12)

PROBA -0.1203 -1.0653

(-0.14) (-1.06)

EMPCR 1.4497*** 0.7668

(2.88) (0.81)

COMPL -0.6648 -1.2963

(-1.07) (-1.22)

定数項 -9.4725* -4.6351

(-1.82) (-0.43)

サンプルサイズ 262 262

決定係数 0.1451 0.1318

注)サンプル期間は2007/01/01〜2019/11/30である。変数の定義は図表1を参照。
変数の定義は図表1を参照。括弧内の数字はt値を示している。
***、**、*はそれぞれ1%、5%、10%水準で有意であることを示す。

本表では年次ダミーと産業ダミーを省略した。
なお、この計算の際には、誤差項の不均一分散に対してロバストな標準誤差を
使用している。
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仮説 2 を支持する結果である。以上より、悪意を孕んだ意図的な不祥事の場合、

CSR 活動との相反性がより高く、レピュテーションが大きく損なわれるので、

CSR 活動が企業価値の損失に与える影響も大きくなることが示唆される。 

 

図表 4 交差項の推計結果 

 

 

6. おわりに   

  

本稿の主な結論は以下の 2 つである。1 つ目は、CSR 活動へ積極的に取り組

む企業ほど不祥事発生時の企業価値の損失が大きくなるということである。2

つ目は、不祥事発生時の株価の下落に CSR 活動が与える影響は、事故的な不祥

事の時よりも意図的な不祥事の時の方が大きいということである。これらは、

先行研究とは異なる新しい発見である。 

被説明変数：AR 0 被説明変数：CAR [0,1]

説明変数 （5） （6）

LN(CSR) -0.4929 -0.4292

(-1.06) (-0.64)

INTEN×LN(CSR) -1.1173** -1.4829*

(-2.19) (-1.69)

INTEN 4.7609* 6.6811

(1.87) (1.56)

LN(TA) 0.7145*** 0.5807

(2.76) (1.25)

LN(AGE) -0.0047 -0.6577*

(-0.02) (-1.71)

PBR 0.0062 -0.2038

(0.02) (-0.35)

CASH 0.1563 -0.0344

(0.81) (-0.10)

定数項 -14.2357*** -10.6682

(-2.64) (-1.06)

サンプルサイズ 262 262

決定係数 0.1447 0.131

注)サンプル期間は2007/01/01〜2019/11/30である。変数の定義は図表1を参照。

変数の定義は図表1を参照。括弧内の数字はt値を示している。
***、**、*はそれぞれ1%、5%、10%水準で有意であることを示す。

本表では年次ダミーと産業ダミーを省略した。

なお、この計算の際には、誤差項の不均一分散に対してロバストな標準誤差を

使用している。
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本稿の分析結果から、以下の 2 つの学術的発見を得られる。1 つ目の結論か

らは、日本において CSR 活動へ取り組む企業に不祥事が発生した際、これまで

の CSR 活動が偽善として受け止められ、企業はレピュテーションの損失を大

きく被る可能性が示唆される。その要因として、CSR を巡る日本固有の背景が

考えられる。上述の通り、日本における CSR 活動は、不祥事が頻発したことか

ら求められるようになり、不祥事と対立的な概念として結びついて考えられて

いる。2 つ目の結論からは、意図的な不祥事は事故的な不祥事と比較して、ス

テークホルダーが CSR 活動に対して偽善をより強く感じる可能性が示唆され

る。 

さらに、本稿の分析結果は、企業や投資家に対して以下の知見を与えると考

える。企業に対しては、日本において CSR 活動に積極的な企業は、それと矛盾

する不祥事などを起こさない一貫した企業経営が強く求められるということで

ある。また、レピュテーションの損失を防ぐために、CSR 活動に取り組む企業

は意図的な不祥事の防止に優先的に取り組むべきであると言える。さらに投資

家に対しては、CSR 活動に積極的に取り組んでいる企業の株価は、不祥事によ

って大きく損なわれるリスクがあるということである。 

本稿の課題は、世界の企業をサンプルとして分析を行うことができなかった

点である。CSR を巡る各国の相違点を考慮し、世界の企業を対象に不祥事発生

時の企業価値の損失に CSR 活動が与える影響を検証することは、より興味深

い知見を与えられるだろう。 
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